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新春のつどい 2020

いこいの村裏山のランドマーク展望
台に登って初日の出を見ます。小学
生以下には参加賞もあります。中止
の場合は、加西市青
少年団体連絡協議会
Facebook ペ ー ジ

（右 QR コード）で
お知らせします。
日時：1/1（水）6:00 ～（受付）　
集合：アラジンスタジアム東駐車場
参加費：無料
問合先：青少年団体連絡協議会事務
局（総合教育センター）☎㊷3723

スポーツ大会の結果

●野球（優勝チーム）
播但 A 級／伊東電機
播但 B 級／加西ロイヤルズ
加古川市長旗学童／北条
但馬ドーム 1 次学童／北条
●協会主催（会長杯）秋季ゲートボ
ール大会（10/10、市民グラウンド）
1 位 大内 A　2 位 日吉
●市長杯グラウンドゴルフ大会

（10/20、ぜんぼうグリーンパーク）
男子：1 位 田中靖規 2 位 高瀬和夫
女子：1位 柿本千恵 2位 岩崎千賀子
●すぱーく加西杯グラウンドゴルフ
大会
1位 大西庸雄　2位 栗山信男
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎㊷ 8773

ちりめんでつくる
干支の置物づくり

日時：12/17（火）9:30 ～ 11:30
場所：北部公民館第 1 研修室
定員：先着 16 人
参加費：2,000 円（受講料 300 円、
材料費 1,700 円）
持ち物：裁縫道具、ボンド
申込方法：電話・fax・メールまた
は持参により下記まで
募集期間：12/2（月）～ 12/16（月）
申込先：北部公民館☎㊺ 0103

市民会館からのお知らせ

●再来！！山田純平×熱響打楽　
加西市内に一大旋風を巻き起こした

「山田純平×熱響打楽」が再び加西
にやってきます。※好評発売中！
日時：3/8（日）開演：14:00（予定）
料金（全席指定）：4,000 円（一般）
3,000 円（高校生以下）
※当日、各 500 円増し
※未就学児の入場はご遠慮ください。
● 12 月の１day 講座のご案内
Xmas& お正月の寄せ植え
開催日：12/8（日）
Xmas タイルクラフト
開催日：12/14（土）
お正月用飾り寿司：松・竹・梅
開催日：12/15（日）
うたを歌おう会～生き生き健康に～
開催日：12/17（火）
粘土 de お正月飾り
開催日：12/22（日）
蓬莱京子先生のお正月花
開催日：12/27（金）
問合先：市民会館☎㊸ 0160
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かさい創業塾

創業にかかる「財務」、「経営」、「人
材育成」、「販路開拓」などの基礎を
学びます。かさい創業塾を含む「特
定創業支援事業」を受けることによ
り、国の支援施策を受けることがで
きます。また、受講者を対象に別日
程で個別相談会を行いますので、希
望者はお申し込みください。
日時：1/18（土）、25（土）
10:00 ～ 17:00
場所：加西商工会議所 会議室
講師：細川祐三さん（中小企業診断
士）ほか
対象：創業を検討中の方、準備を進
めている方、創業されて間もない方
定員：先着 15 人　　受講料：無料
申込先：加西商工会議所☎㊷0416

特産品のアイデアを募集

加西ブランド協議会で
は、加西の地域資源を活
かした特産品の開発に取
り組んでいます。今年はぶどうゼ
リーを開発し、学校給食で提供しま
した。新たな特産品開発に向けて、
皆さんの自由なアイデアをお寄せく
ださい。
問合先：加西ブランド協議会（事務
局市農政課）☎㊷ 8741
nosei@city.kasai.lg.jp

働き方とマネープラン

すごろくを使ったワークショップを体
験しながらいろいろな働き方を一緒に
考えてみましょう！
日時：12/13（金）13:30 ～ 15:30
場所：アスティアかさい会議室
定員：先着 15 名（12/10 ㊋締切）
申込先：ふるさと創造課☎㊷ 8706



17

広告広告

広報かさい　2019.12 月号

大人のよか余暇くら部

スポーツ等を通じて健康づくりに取
り組みます。年間参加者を募集。
開催：毎月第4金曜日19:00～20:30
開催場所：勤労者体育センター・健
康福祉会館・多目的グラウンドなど
対象：20 ～ 60 歳の方（参加無料）
定員：30 名※達するまで随時受付
内容：フットサル ･ バドミントン等
● 12 月開催
日時：12/20（金）19:00 ～ 20:30
場所：勤労者体育センター
内容：卓球
持ち物：運動靴・飲み物・ラケット

（お持ちの方）
申込先：健康福祉会館☎㊷6700

ミニ門松をつくろう

日時：12/22（日）10:30 ～ 12:00 
場所：丸山総合公園管理棟
定員：先着 10 名（小学生対象） 
参加費：500 円
持ち物：軍手
申込方法：氏名・連絡先・学年・年
齢を記載して下記まで
申込先：丸山総合公園☎㉟ 8872 
fax㉟ 8873 
qquh8ee9k@wind.ocn.ne.jp

暮らしに役立つ
マネーセミナー

加西市くらしと生活を守る会と加西
市の共催で暮らしに役立つマネーセ
ミナーを行います。人生 100年時代
に備えお金の基本を学習しませんか。
日時：12/11（水）13:30 ～ 15:40
場所：アスティアかさい集会室
講師：ファイナンシャルプランナー
大石泉氏、北条金融協会会長
定員：20 名（受講無料）要予約
申込先：ふるさと創造課☎㊷ 8706

図書館からのお知らせ

●おはなし会
日時：12/7・14・21（土）
14:00 ～ 30 分程度
対象：幼児から小学校低学年　（保
護者も可）
読み手：かさい・えほんの森（読み
聞かせボランティア）
●えほんのひろば
日 時：12/12・19（ 木 ）11:00 ～
20 分程度
対象：0 歳から（親子で）
テーマ： 「音とあそぼ」
● 12 月の館内作品展示
・オープンミュージアム
「草筆・木筆で描く羅漢たち」
・パネルギャラリー
「写真“アメリカ北西部の風景”」　
場所・問合先：図書館☎㊷ 3722　

第2回アコースティック
コンサート

日時：12/14（土）15:00 ～ 17:00
場所：ｱｽﾃｨｱかさい 3 階多目的ﾎｰﾙ
出演：カリンボ、あずまつるぎざか
楽団、石部神社祭太鼓振興会音鼓座
※お楽しみ抽選会もあります。
問合先：三枝☎㊷ 1175

～大人の木工教室～
オリジナル木製イスづくり

日時：1/18 ㊏ 25 ㊏９:00 ～ 12:00
※全２回
場所：小田製材所（鴨谷町 894-1）
講師：小田真之さん（小田製材所）
対象：高校生以上
定員：先着 10 名
参加費：1,000 円 ( 全 2 回分 )
申込方法：12/ ７（土）9:00 ～
※電話のみ受付
申込先：ｵｰｸﾀｳﾝ加西☎㊹ 2595若者ターミナルスポット

Cocokara のお知らせ

Cocokara は チ ャ
レンジしたい人を応
援する場であり、人
が集う場でもありま
す。１月、“集まれる”
場を目指して、楽しいナニカを企画
します。Facebook「加西市若者ター
ミナルスポット」をチェックして、
遊びに来てください！
問合先：ふるさと創造課☎㊷ 8706

ねひめひろば
クリスマスパーティー

お手製のクリスマスツリーやクリス
マスリースを作ります（各 50 名ず
つ）！また、ベリーマーケットと一
緒にスタンプラリーも開催します

（プレゼントあり）。お父さん、お母
さん、おじいちゃん、おばあちゃん
と一緒に遊びに来てね。小学校高学
年のお子さまは児童だけの参加も可
能です。ねひめホールに集合～♪
日時：12/15（日）10:00 ～ 11:30
場所：アスティアかさい交流プラザ
問合先：地域交流ｾﾝﾀｰ☎㊷ 0106


